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コールマン事業部 

 

夏のキャンプの新たなスタイル“サマーファミリーキャンプ” 

コールマンダークルームシリーズから更に快適になったエアーシリーズが登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン事業部（以下略：コールマン）は、暑い

夏場のキャンプを今まで以上に快適に過ごすことのできるアイテムの「タフスクリーン 2ルー

ムエアー/LDX＋」「タフスクリーン 2ルームエアー/MDX＋」「タフドームエアー/3025＋」「リ

バーシブルファンベンチレーション」「アウトドア リチャージャブル ファン」を 2022年 7月

より順次発売します。 

 

■サマーファミリーキャンプとは？ 

夏休みを中心に家族でキャンプをする方にコールマンが提案する新しいキャン

プスタイルです。暑い日差しの中でも涼しく快適に過ごすことができ、家族で

使いやすいアイテムがラインナップされています。 

 

■ダークルームシリーズが更に快適に！「エアーシリーズ」の特徴は？ 

・日光を 90%以上ブロックし、テント内の温度上昇を抑えるダークルーム™テクノロジー搭載 

・寝室には旧モデルと比較して約 1.5倍通気性の高いワイドエアメッシュを採用 

・空気循環を促すサークルベンチレーションワイドエアシステム搭載 

・リバーシブルファンベンチレーション（別売り）とセット使用で空気循環とスピード冷却を促進 

 

 

 

 

通気性が約 1.5倍向上 
（左：スタンダードメッシュ、右：ワイドエアメッシュ） 

ダークルーム™テクノロジー 
（左：通常テント、右：ダークルーム™テクノロジー素材テン

ト） 



  

 

■夏でも快適に過ごせる 2 ルームテント「タフスクリーン 2ルームエアー/LDX＋」 

寝室にワイドエアメッシュ採用で換気機能が向上し、日光による温度上昇を抑え涼しく過ごせる 2 ルームテントで

す。ダークルーム™テクノロジー素材のフライシートとルーフフライシートが、日光をブロックし、日中はリビング

を涼しく、夜は快適な睡眠をサポートします。空気循環を促すサークルベンチレーションワイドエアシステムと別

売りのリバーシブルファンベンチレーションを併用することで、外気を取り込みテント内に気流を作り、風の力で

より涼しい空間を作ることが可能になります。 

アシストクリップを使用して、ポールを固定しながら建てるので、設営が簡単です。クロスフレーム構造を前室だ

けでなく、寝室にも採用することで高い天井と広い室内空間を確保するだけでなく、強風にも負けない剛性を持た

せる構造になりました。LDX＋と MDX＋の 2サイズの展開です。 

 

 

 

 

 

 

 

■夏でも快適に過ごせるドーム型テント「タフドームエアー/3025＋」 

タフスクリーン 2 ルームエアーと同様に、ダークルームテクノロジー素材と、寝室にワイドエアメッシュを採用し、日

光による温度上昇を抑え涼しく過ごせるドーム型テントです。別売りのリバーシブルファンベンチレーションを合わせて

活用することで、外気を取り込み、テント内に気流を作り風の力でより涼しい空間を作ることが可能になります。

広い前室空間は、荷物の保管や雨よけに便利で、またサイドフラップ開閉機能により、雨の浸入を軽減して前室を有効に使

用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

■熱気がこもりやすい夏のテント問題を解決「リバーシブルファンベンチレーション」 

専用テントに装着することで外気を取り込み、こもった熱や湿気を排出します。羽の回転が前後で選べるリバーシ

ブル仕様で、風を外向きに設定すると自然な風の流れを作り睡眠時の温度や湿度上昇を抑え、風を内向きに設定す

れば、空気循環を促しテント内に気流を作り風の力でより涼しい空間を作ることが可能です。電源は市販のモバイ

ルバッテリー対応です。連続作動時間（電源容量 10,000mAh 時）は High モードで約 6.5 時間、Low モードで約 9 時

間です。 

 

 

 

 

 

 

ワイドメッシュ採用の大きな窓 サークルベンチレーション
ワイドエアシステム 

ダークルーム™テクノロジーで 
日光をブロック 

別売の XP ヘキサタープ/MDX＋ 
と合わせてリビングスペース 

サークルベンチレーション
ワイドエアシステム 

クリアウィンドウ サイドフラップ使用時 

市販のモバイルバッテリー
を電源に使用 

収納ケース付 



  

 

■真夏のキャンプから BBQ まで涼しく快適「アウトドアリチャージャブル ファン」 

様々なアウトドアシーンで活躍する充電式の扇風機です。直径 39cm の大きなサイズでも重さは約 1.9Kg なので手軽

に持ち運ぶことができます。充電式電池の他、AC 電源、車のシガーソケット（DC 電源）の 3 種類から電源を確保す

ることできるので、屋内、屋外両方で使用可能です。左右の首振り機能、暗いテント内でも明るく照らす LED ライ

ト付です。連続可能使用時間は High モードで約 4.5時間、Low モードで約 8 時間、LED モードで約 39 時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ダークルームエアーシリーズ動画配信中 

 

・ダークルームエアーシリーズ特設ページ 

 
https://www.coleman.co.jp/darkroomseries/ 

 

 

・CAMP HACK × コールマン ダークルームエアーシリーズ 

 

https://youtu.be/Z2mnHYCjuQg 

 

 

 

 

 

 

本広報資料に関する製品画像データは、「製品画像データの取扱に関する注意事項」をご一読の上、こちらからダウンロードしてください。 

https://www.coleman.co.jp/press?file=https://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/2022-Coleman-Summerfamilycamp.zip 

AC 電源コード 
シガーソケット付属 

首振り機能付 持ち運びも簡単 

https://www.coleman.co.jp/darkroomseries/
https://youtu.be/Z2mnHYCjuQg
https://www.coleman.co.jp/press?file=https://www.coleman.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/2022-Coleman-Summerfamilycamp.zip


  

 

＜製品仕様＞ 
 

 
製品名  タフスクリーン2ルームエアー/LDX＋ 

希望小売価格 税込 99,800 円 

品番 2000039083 

●本体サイズ：約 610×365×220（h）cm●インナーサイズ：約 300×250×185（h）cm●収納時サイズ：約φ

36×75cm ●重量：約 21kg ●耐水圧：フライ／約 3,000mm（寝室）、約 2,000mm（リビング）、フロア／約 2,000mm、

ルーフ／約 3,000mm ●定員：4～5 人用 ●材質：フライ・ルーフ／75D ポリエステルタフタ（ ダークルーム(TM)テク

ノロジー、UVPRO、PU 防水、シームシール） インナー／68D ポリエステルタフタフロア／210D ポリエステルオック

スフォード（PU 防水、シームシール）ポール／（リビング）アルミ合金約φ16mm （寝室）アルミ合金約 φ14.5mm （リ

ッジ）アルミ合金約 φ11mm （キャノピー）スチール約 φ19mm（180cm）（ キャノピー）スチール約 φ19mm（180cm）

●仕様：キャノピー、コード引き出し口、ランタンハンガー、メッシュドア、ベンチレーション、ストームガード、メッシュ

ポケット、サイドウィンドウ、吊り下げ式インナーテント ●付属品：ルーフフライ、キャノピーポール× 2、ハンマー、

ペグ、ロープ、メッシュハンガー、収納ケース 

 

 
製品名  タフスクリーン2ルームエアー/MDX＋ 

希望小売価格 税込 89,800 円 

品番 2000039084 

●本体サイズ：約 560×340×215（h）cm ●インナーサイズ：約 300×250×175（h）cm ●収納時サイズ：約φ

34×74cm ●重量：約 20kg ●耐水圧：フライ／約 3,000mm（寝室）、約 2,000mm（リビング）、フロア/約 2,000mm、

ルーフ／約 3,000mm ●定員：4～5 人用 ●材質：フライ・ルーフ／75D ポリエステルタフタ（ダークルーム(TM)テク

ノロジー、UVPRO、PU 防水、シームシール） インナー／68D ポリエステルタフタ フロア／210D ポリエステルオック

スフォード（PU 防水、シームシール） ポール／（リビング）アルミ合金約 φ16mm （寝室）アルミ合金約 φ14.5mm 

（リッジ）アルミ合金約 φ11mm （キャノピー）スチール約 φ19m（180cm） ●仕様：キャノピー、コード引き出し口、ラ

ンタンハンガー、メッシュドア、ベンチレーション、ストームガード、メッシュポケット、サイドウィンドウ、吊り下げ式イ

ンナーテント ●付属品：ルーフフライ、キャノピーポール× 2、ハンマー、ペグ、ロープ、メッシュハンガー、収納ケ

ース 

 

 
製品名  タフドームエアー/3025＋ 

希望小売価格 税込 49,800 円 

品番 2000039087 

●本体サイズ：約 450×300×180（h）cm ●インナーサイズ：約 300×250×175（h）cm ●収納時サイズ：約φ

24×70cm ●重量：約 9.8kg ●耐水圧：フライ／約 3,000mm フロア／約 2,000mm●定員：4～5 人用 ●材質：フラ

イ／75D ポリエステルタフタ（ダークルーム(TM)テクノロジー、UVPRO、PU 防水、シームシール）インナー／68D ポ

リエステルタフタフロア／210D ポリエステルオックスフォード（PU 防水、シームシール）ポール／（メイン）アルミ合

金約φ12.5mm （フロント）FRP 約 φ11mm （リア）FRP 約 φ7.9mm （リッジ）FRP 約 φ6.9mm ●仕様：前・後室、キ

ャノピー、コード引き出し口、ランタンハンガー、メッシュドア、ベンチレーション、ストームガード、メッシュポケット、ク

リアルーフウィンドウ ●付属品：ハンマー、ペグ、ロープ、メッシュハンガー、収納ケース 

 

 
製品名  リバーシブルファンベンチレーション 

希望小売価格 税込 3,980 円 

品番 2000038828 

●本体サイズ：ファン／約φ18×7.5cm、コントローラー／約 8×3.5×2.5cm ●重量：約 300g ●材質：ABS 樹脂、

ポリエステル、他 ●使用電源：市販のモバイルバッテリーをご使用ください（USB 出力ポート/5V 1A 以上） ●連続

作動時間（電池容量 10,000mAh 使用時）：約 6.5 時間（High）／約 9 時間（Low） ●付属品：収納ケース 

 

 
製品名  アウトドア リチャージャブル ファン 

希望小売価格 税込 10,800 円 

品番 2000038814 

●サイズ：約Φ39×17×50 (h) cm ●重量：約 2.1Kg（ファン単体 約 1.9Kg） ●ファンモード：High / Low ●充電

時間：約 11h ●連続使用時間：ファン High 約 4.5h/ Low 約 8h / LED 約 39h ●LED 照射距離：約 12m ●付属

品：AC コード、シガーソケット、キャリーケース フレーム／スチール 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

■製品画像データの取扱に関する注意事項 
1. オンラインプレスルーム（https://www.coleman.co.jp/about/press/）からダウンロードいただく製品画像データの使用は、

報道目的のみとさせていただきます。 
2. 製品画像データをダウンロードするには、ID とパスワードが必要となります。この ID とパスワードは、弊社から配信する

ニュースリリースメールに明記しています（※注：ID とパスワードの掲載はご遠慮願います）。 
3. 弊社から配信するニュースリリースメールは、報道関係者様のみに限定させていただきます。 
4. 貴媒体にて画像データの使用をご希望される場合は、お手数ですがコールマン PR 担当宛に事前のご連絡をお願いい

たします。 
 

 
【コールマン事業部について】 
コールマン、およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入および国内販売を行っています。 
創業：1976 年 5 月 
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 職務執行者 コールマン事業部最高責任者 中里 豊 
コールマン事業部 従業員数：237 名（2022 年 1 月現在） 
住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル 

 
 

 

 

 

 

製品画像の手配には 4 営業日、サンプル貸出につきましては 5 営業日必要となりますので日数に余裕をもってご依

頼いただけますよう何卒よろしくお願い致します。 

 

【報道関係者様からのお問い合わせ先】 

コールマン PR 担当 

担当者：野口、穴南 

Tel :03-6260-4864 

Email：coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp 

 

【クレジット表記／掲載用お問い合わせ先】 

コールマン カスタマーサービス 

フリーコール：0120-111-957 

受付時間：月曜日－金曜日 10：00－17：30（土･日･祝日を除く） 

ウェブサイト：https://www.coleman.co.jp 

https://www.coleman.co.jp/about/press/
mailto:coleman.press-pr@kyodo-pr.co.jp
https://www.coleman.co.jp/

